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電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けか
た、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TV
コール」は利用できません）。

電話を受ける

電話がかかってきたら、 ／ （応答）

通話ができます。

通話を終えるときは

通話が終了します。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認
画面が表示されます。電話帳への登録手順は「通話終了画面から
電話帳に登録する」を参照してください。

電話着信時の操作

かかってきた電話を保留にする

着信中に

・保留中は相手に通話料がかかります。
・電話を受けるときは、 ／ （応答）を押します。
・電話を切るときは、 を押します。
・着信中に （メニュー） 応答保留 と操作しても保留に

できます。

着信音やバイブレータ、お知らせランプの動作を止
める

着信中に （サイレント）

簡易留守録で応答する

着信中に （メニュー） 簡易留守録

・簡易留守録再生／録音中に電話を受けるときは、 ／
（応答）を押します。

・簡易留守録録音中に （受話ON／受話OFF）を押すと、録音
中の内容を受話口から流すかどうかを切り替えできます。

クイック返信で応答する

着信中に （メニュー） クイック返信 メッセー

ジを選択

電話を拒否する

着信中に （メニュー） 着信拒否

電話を転送する

着信中に （メニュー） 着信転送

・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「着
信転送サービスを開始する」を参照してください。

イヤホンマイク（別売）で電話を受ける

着信中にイヤホンマイクのスイッチを押す

・通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを押し
ます。

イヤホンマイク使用時の着信に自動で応答するよう
に設定する

電話機能 通話設定 オートアンサー

オートアンサー （ 表示） 着信時間 時間を選

択 （確定）
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電話をかける

電話番号をダイヤル

電話番号が表示されます（ダイヤル画面）。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
・入力を間違えたときは、 を押して番号を消去し、正しい番号

を入力し直してください。
・ダイヤル画面で （電話帳）を押すと、電話帳から連絡先を選択

できます。

発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

通話を終えるときは

通話が終了します。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認
画面が表示されます。電話帳への登録手順は「通話終了画面から
電話帳に登録する」を参照してください。

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受
理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位
置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位
置情報を通知します。
・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が

通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関
へお客様の発信場所や目的をお伝えください。

・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊
急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、
人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報
受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されま
せん。

電話発信時の操作

ダイヤルした電話番号を電話帳に登録する

電話番号をダイヤル （メニュー） 電話帳に登

録 新規 ／ 追加

連絡先登録画面が表示されます。
・ 追加 を選択したときは、電話帳から宛先を選択します。

履歴を参照する

ダイヤル画面で （メニュー） 履歴参照 発信履

歴 ／ 着信履歴

ダイヤルした電話番号を宛先に入力した状態でSMS
作成画面を表示する

電話番号をダイヤル （発信等） SMS作成

SMS作成画面が表示されます。
・電話番号をダイヤル （メニュー） SMS作成 と操

作しても表示できます。

番号を付加して発信する

電話番号をダイヤル （発信等） 特番付加

付加する番号などを選択

・ 184付加 や 186付加 などを選択 を押すと、それぞ

れの番号を付加することができます。
・電話番号をダイヤル （メニュー） 特番付加 と操

作しても利用できます。

こんなときは

Q. 電話がかけられない

A. 画面のロックが設定されていませんか。このときは、画面の
ロックを解除してください。

A. 機内モードが設定されていませんか。このときは、機内モー
ドを解除してください。
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Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番な
ど、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてくだ
さい。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか
け直してください。

緊急通報のご注意

本機の緊急通報は、ワイモバイルのサービスエリア内でのみご利
用になれます。
・機内モードを設定していると、緊急通報できません。 を

長押し 機内モード と操作して、設定を解除してくださ

い。

かんたん発信で電話をかける（音声認識）

かんたん発信（音声認識）を利用すると、スピードダイヤルに登録
した連絡先に音声で電話をかけることができます。

本機を開く／ （サイドボタン）を長押し

かんたん発信が有効になります。

電話をかけたい連絡先（名前）を本機に話す

はい

発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

通話を終えるときは

通話が終了します。

かんたん発信（音声認識）の使いかたを確
認する

スピードダイヤルの登録画面から音声認識の使いかたについて確
認できます。

電話機能 スピードダイヤル （メ

ニュー） 音声認識の使い方

かんたん発信時の注意事項

電話帳の連絡先に複数の電話番号を保存している場合や同一の名
前を複数登録している場合は正しく動作しないことがあります。
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通話画面の見かた／通話中の操作

相手の名前／電話番号

相手の写真

通話時間

HD Voiceで通話中1

1　着信中、保留中、発着信履歴一覧画面にも表示されます。

HD Voiceについて

本機はHD Voiceに対応しています。HD Voiceは、低音から高音
まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声
通話が可能になります。
・ワイモバイル／ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用で

きます。

通話時の操作

受話音量を調節する

通話中に

相手の声を聞き取りやすくする（くっきりトーク）

通話中に

・解除するときは、再度 を押します。

こちらの声を相手に聞こえないようにする

通話中に （ミュート）

・解除するときは、 （ミュート解除）を押します。

スピーカーホンのON／OFFを切り替える

通話中に （スピーカー）

・解除するときは、 （OFF）を押します。

通話を保留する

通話中に

・解除するときは、再度 を押します。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に （メニュー） 音声メモ （停止）

録音済みの音声メモを再生する

電話機能 通話設定 簡易留守録設定

音声メモリスト 再生する音声メモを選択

・途中で止めるときは、 （停止）を押します。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット
機器と接続／解除する

通話中に （メニュー） Bluetooth ON ／

Bluetooth OFF

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア
設定しているときに利用できます。

発信／着信履歴画面を表示する

通話中に （メニュー） 履歴参照 発信履歴 ／

着信履歴

通話中の電話を保留にして、通話を追加する

通話中に （メニュー） 通話を追加

通話追加中に通話相手を切り替える

通話中に （メニュー） 相手切替

・通話相手以外は保留になります。

通話追加中に保留中の通話を終了する

通話中に （メニュー） 保留中を切断

通話追加中に通話相手との通話を終了する

通話中に （メニュー） 通話を終了

通話追加中にすべての通話を終了する

通話中に （メニュー） すべての通話を終了

電話帳を確認する

通話中に （メニュー） 電話帳参照

プロフィールを確認する

通話中に （メニュー） プロフィール参照
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こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがありま
す。

A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話
音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

A. 送話口を指などでふさいでいませんか。送話口はふさがない
ようご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエ
リアに切り替わるときに発生することがあります。故障では
ありません。

発信／着信履歴を利用する

発信／着信履歴から電話をかける

（発信履歴）／ （着信履歴）

発信／着信履歴一覧画面が表示されます。

・ を押すと、発信履歴／着信履歴を切り替えられます。

履歴を選択

発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。履歴を選択 と操作

して履歴の詳細画面を表示し、 を押しても発信できます。

通話を終えるときは

通話が終了します。
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発信／着信履歴一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。

マーク 意味

不在着信

不在着信（ワン切り）1

着信拒否

複数の履歴2

HD Voice通話

1　約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

2　履歴を選択して （切替）を押すと履歴の詳細が表示されま
す。

発信／着信履歴利用時の操作

発信／着信履歴からメール／SMSを作成する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー）

メール作成 ／ SMS作成

メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

発信／着信履歴から電話番号を編集して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー）

編集して発信 電話番号を編集

発信／着信履歴から番号を付加して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー）

特番付加 付加する番号を選択

・ 184付加 や 186付加 などを選択すると、それぞれの番号を

付加することができます。

発信／着信履歴の電話番号を電話帳に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー）

電話帳に登録 新規 ／ 追加

連絡先登録画面が表示されます。
・ 追加 を選択したときは、電話帳から宛先を選択します。

着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

着信一覧画面で履歴を選択 （メニュー） 着信拒否

登録 登録する番号を選択

発信／着信履歴を1件削除する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー）

1件削除 はい

発信／着信履歴を選択して削除する

発信／着信履歴一覧画面で （メニュー） 選択削除

履歴を選択 （ 表示） （削除）

はい

・発信／着信履歴を選択時に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべての履歴を選択（ ）／解除

（ ）できます。

発信／着信履歴をすべて削除する

発信／着信履歴一覧画面で （メニュー） 全件削除

はい

電話帳を表示する

発信／着信履歴一覧画面で （メニュー） 電話帳
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簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにし
ます。

簡易留守録を設定する

（長押し） マナーモード連動 ／ ON

簡易留守録が有効になります。

・ マナーモード連動 に設定した場合は、マナーモードを有効にし

ているときに、簡易留守録が有効になります。

簡易留守録を再生する

簡易留守録リストが表示されます。

再生する用件を選択

用件が再生されます。

・未再生の用件には 、再生済みの用件には が表示されます。

簡易留守録再生時の操作

再生を停止する

用件再生中に （停止）

次／前の用件を再生する

用件再生中に ／

スピーカーのON／OFFを切り替える

用件再生中に （スピーカー）

・スピーカー再生中に （OFF）を押すとスピーカーをOFFにで
きます。

再生中の用件を削除する

用件再生中に （メニュー） 削除 はい
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用件を保護する

簡易留守録リストで用件を選択 （メニュー） 保護

／解除

・同様の操作をするたびに保護／解除を切り替えます。
・保護された用件には が表示されます。
・用件再生中に （メニュー） 保護／解除 と操作しても

切り替えられます。

用件を1件削除する

簡易留守録リストで用件を選択 （メニュー） 1件

削除 はい

用件を選択して削除する

簡易留守録リストで （メニュー） 選択削除 用

件を選択 （ 表示） （削除） はい

・用件選択時に （メニュー） 全選択 ／ 全解除 と操

作すると、すべての用件を選択（ ）／解除（ ）できま
す。

用件をすべて削除する

簡易留守録リストで （メニュー） 全件削除 は

い

簡易留守録を解除する

（長押し） OFF

簡易留守録の応答メッセージを設定する

電話機能 通話設定 簡易留守録設定

応答メッセージ設定 通常 ／ ドライブ ／ 公共

・ 通常 ／ ドライブ ／ 公共 を選択時に （再生）を押すと

メッセージが再生されます。

簡易留守録の応答時間を設定する

電話機能 通話設定 簡易留守録設定

応答時間設定 応答時間を選択 （確定）

簡単な操作で電話をかける（スピード
ダイヤル）

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにし
ます。

スピードダイヤルに登録する

電話機能 スピードダイヤル

スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

＜未登録＞

連絡先を選択

登録が完了します。

スピードダイヤル登録時の操作

スピードダイヤルの登録を変更する

スピードダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択

（メニュー） 登録変更 連絡先を選択

はい

スピードダイヤルを1件解除する

スピードダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 （メ

ニュー） 1件解除 はい
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スピードダイヤルをすべて解除する

スピードダイヤル一覧画面で （メニュー） 全件解

除 はい

スピードダイヤルで電話をかける

ダイヤルボタン（ ～ ）でスピードダイヤルに登録し
た相手の番号（0～99）を入力

発信されます。

・未登録のスピードダイヤル番号を入力して を押したときは、
スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

スピードダイヤルからメール作成画面を表
示する（スピードメール）

ダイヤルボタン（ ～ ）でスピードダイヤルに登録

した相手の番号（0～99）を入力 メールアドレスを

選択

メール作成画面が表示されます。

こんなときは

Q. スピードダイヤルで発信できない

A. 発着信制限 の 発信規制 ／ 発信先限定 で発信先を限定

していませんか。このときはスピードダイヤルで発信できま
せん。

国際電話をかける

日本から海外へ国際電話をかける

電話番号をダイヤル

（発信等） 特番付加

国際電話

国番号リスト画面が表示されます。

相手の国を選択



65
電

話
AQ

UO
S ケ

ー
タ

イ

発信されます。

通話を終えるときは、

通話が終了します。

国際電話をかけるときの操作

国番号を手動で入力して電話をかける

国番号リスト画面で 国番号入力 国番号を入力

（確定） 電話番号を入力（先頭の「0」を除く）

国番号リストにない国に電話をかける

国番号リスト画面で 国／地域番号全リスト 国を選択

電話番号を入力（先頭の「0」を除く）

国番号を直接入力して電話をかける

（長押し）（＋表示） 国番号を入力 電話番号を

入力（先頭の「0」を除く）

・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」
を省かずに入力してください。

・通話中は を長押ししても「＋」は入力できません。

国番号リストを直接入力して変更／追加する

電話機能 通話設定 国際発信設定

ユーザーリスト 国／地域名／＜未登録＞を選択

直接入力して変更 国名／国番号を入力 （確

定）

国番号リストを全リストから選択して変更／追加す
る

電話機能 通話設定 国際発信設定

ユーザーリスト 国／地域名／＜未登録＞を選択

全リストから変更 国／地域番号を選択

登録

国番号リストを削除する

電話機能 通話設定 国際発信設定

ユーザーリスト 国／地域名を選択 リストか

ら削除 はい
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発信先を限定する

電話帳に登録されている相手やあらかじめ指定した電話番号だけ
に、電話をかけられるようにすることができます。

電話帳からの発信に限定する

電話機能 通話設定 発着信制限

発信先限定

操作用暗証番号を入力

電話帳に限定 （ 表示）

発信先制限が設定されます。

電話番号を指定して制限する

電話機能 通話設定 発着信制限

発信先限定

操作用暗証番号を入力

電話番号指定

電話番号指定画面が表示されます。
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発信許可リスト

発信許可リスト画面が表示されます。

＜未登録＞

電話番号入力欄を選択 電話番号を入力 （確
定）

発信先許可リストに登録されます。

・ 電話帳引用 を選択して電話帳から電話番号を入力することもで

きます。

ON／OFF設定 （ 表示）

発信先制限が設定されます。

・ ON／OFF設定 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

発信先制限設定時の操作

発信許可リストを編集する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 電話番号入

力欄を選択 電話番号を編集 （確
定）

・ 電話帳引用 を選択して電話帳から電話番号を入力することも

できます。

発信許可リストを削除する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 削除

はい
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着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていな
い相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話機能 通話設定 発着信制限

着信拒否

電話番号指定

電話番号指定画面が表示されます。

着信拒否リスト

指定番号リスト画面が表示されます。

［新規登録］ 電話帳引用 ／ 直接入力

・ 電話帳引用 のときは、電話帳から電話番号を選択します。

・ 直接入力 のときは、電話番号を入力します。

電話番号を選択／入力 ON／OFF設定 （

表示）

着信拒否が設定されます。

・ ON／OFF設定 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

着信拒否設定時の操作

指定番号を編集する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 変更

はい 電話帳引用 ／ 直接入力 電話番号を選択／

入力

指定番号を1件削除する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 1件削除

はい

指定番号を全件削除する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 全件削除

はい
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電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

電話機能 通話設定 発着信制限

着信拒否

着信拒否画面が表示されます。

電話帳未登録番号 （ 表示）

着信拒否が設定されます。

・ 電話帳未登録番号 を押すたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否するこ
とができます。

電話機能 通話設定 発着信制限

着信拒否

非通知着信 ／ 公衆電話 ／ 通知不可能 （ 表示）

着信拒否が設定されます。

・ 非通知着信 ／ 公衆電話 ／ 通知不可能 を押すたび

に、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
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迷惑電話に関わる発着信を自動でブロック
する（迷惑電話ブロック）

迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧
誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着
信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても
警告を表示したり、発信の中断ができます。公共施設や企業からの
着信の時も、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安
心して電話に出られます。ご利用にはサービスへのお申し込みが必
要です。

・着信転送サービス、留守番電話サービス、割込通話、グループ
通話のそれぞれと、迷惑電話ブロックサービスを同時に開始する
と、迷惑電話ブロックサービスが優先されます。

電話機能 迷惑電話ブロック

（同意する） （次へ）

迷惑電話ブロックサービスの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

迷惑電話からの着信について

迷惑電話から着信があると、通知が表示されます。

オプションサービスを利用する

オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

・着信転送サービスと留守番電話サービスを同時に設定することは
できません。

サービス名 説明

着信転送サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
め指定した電話番号へ転送します。

留守番電話サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
話センターで伝言をお預かりします。

割込通話1
通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

グループ通話1 複数の相手と同時に通話できます。

発信者番号通知
お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
しないようにします。

1　別途お申し込みが必要です。
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着信転送サービスを開始する

電話機能 通話設定 留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

呼出なし ／ 呼出あり 転送先の電話番号を入力

（確定）

着信転送サービスが設定されます。

・ 電話帳引用 を押して電話帳から電話番号を入力すること

もできます。
・以前に転送先として設定した電話番号は 設定履歴引用

を押して入力できます。
・ 呼出あり を選択したときは 呼出時間 呼出時間を選

択 と操作して呼び出し時間を変更できます。

着信転送サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 はい

留守番電話サービスを利用する

電話機能 通話設定 留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

呼出なし ／ 呼出あり 留守番電話センター

・ 呼出あり を選択したときは、 呼出時間 呼出時間を選

択 と操作して呼び出し時間を変更できます。

（確定）

留守番電話サービスが設定されます。
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新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに が表示されます。伝

言メッセージを聞くときは、通知パネルの 新しい留守番電話

と操作して、アナウンスに従って操作してください。

留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 はい

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話セン
ターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーショ
ンでお知らせします。留守番電話サービスを開始したあと、次の
操作を行います。

通話設定画面で 着信お知らせ機能 設定 （発

信） アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で 着信お知らせ機能 音・バイブ・ラン

プ 項目を選択 画面に従って操作

・ 着信お知らせ音 ／ バイブのパターン ／ 着信ランプ ／ 鳴

動時間 が設定できます。

メニュー操作で伝言メッセージを再生する

電話機能 留守番電話再生

・以降は、アナウンスに従って操作してください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

電話機能 通話設定 その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

割込通話 （ 表示）

割り込み通話が設定されます。

通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 を押して通話を開始できます。

割込通話を停止する

その他のサービス設定画面で 割込通話 （ 表示）
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グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

通話中に （メニュー） 通話を追加

別の相手の電話番号を入力

相手が応答したら （メニュー） グループ通話

グループ通話が開始されます。

グループ通話中の操作

グループ通話中に通話を分離する

グループ通話中に （メニュー） グループ通話オプ

ション 通話相手を選択 通話を分離

グループ通話中に通話相手を選択して通話を終了す
る

グループ通話中に （メニュー） グループ通話オプ

ション 通話相手を選択 通話を終了

発信者番号通知を利用する

電話機能 通話設定 その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

発信者番号通知 番号を非通知 ／ 番号を通知

発信者番号通知が設定されます。



74

海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電
話番号をそのまま海外で利用できます。

海外から日本へ国際電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面
に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけるこ
とができます。

・海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガ
イド」を携帯してください。

電話番号をダイヤル

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

（発信等） 特番付加

国際電話

国番号リストが表示されます。

日本（JPN）

発信されます。

・その他の国に発信するときは、 日本（JPN） の代わりに、相手

のいる国を選びます。

通話を終えるときは、

通話が終了します。

海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、
すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

海外で電話をかける操作

海外での発信時にアシスト機能を利用して日本へ国
際電話をかける

電話番号を市外局番からダイヤルし、 日本の番号へ

発信

海外での発信時にアシスト機能を利用して滞在国の
一般電話／携帯電話にかける

電話番号をダイヤルし、 滞在国の番号へ発信
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海外での発信時にアシスト機能を利用して日本以外
の国へ国際電話をかける

電話番号をダイヤルし、 その他の国の番号へ発信

国番号を選択

・ワイモバイル携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわ

らず、 日本（JPN） を選択します。

・国番号を入力して発信するときは、電話番号をダイヤルし、

このまま発信 と操作します。

海外発信アシスト機能を無効にする

電話機能 通話設定 国際発信設定 海

外発信アシスト機能 （ 表示）

・ 海外発信アシスト機能 を押すたびに、有効（ ）／

無効（ ）が切り替わります。
・無効にすると、以降海外での発信時には、ダイヤルした番号が

そのまま発信されますのでご注意ください。
・電話番号をダイヤルし、 今後この機能を使用しな

い （ 表示）と操作しても無効にできます。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続
するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合
は、次の操作で設定します。

設定 通信・ネットワーク ネットワーク設定

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

通信事業者

利用可能なネットワークが表示されます。

通信事業者を選択

選択した通信事業者が設定されます。

・ ネットワークを検索 を押すと、利用可能なすべてのネッ

トワークを検索します。
・ 自動的に選択 を押すと、自動的に適切な通信事業者に接

続するように設定します。
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データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

設定 通信・ネットワーク ネットワーク設定

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

データローミング （ 表示）

データローミングが無効になります。

・ データローミング を押すたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

通話設定を変更する

通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりで
す。

項目 説明

クイックサイレ
ント

着信中に （サイドボタン）を押すと着
信音やバイブレータが止まるようにするかど
うかを設定します。

未登録番号追加
電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登
録確認画面を表示するかどうかを設定しま
す。

オートアンサー
イヤホン接続時の着信自動応答と、自動応答
するまでの時間を設定します。

通話中表示設定
通話中に表示する背景画像などを設定しま
す。

クイック返信
電話を受けられないときに、相手に送信する
SMSのメッセージを編集します。

エニーキーアン
サー

着信時にダイヤルボタン（ ～ 、

、 ）を押しても応答するかどうか
を設定します。

簡易留守録設定

簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留
守録のはたらきを設定したりします。
詳しくは、「簡易留守録を利用する」を参照
してください。

留守番・転送
電話

留守番電話／転送電話の利用や動作を設定し
ます。
詳しくは、「留守番電話サービスを利用す
る」、「着信転送サービスを開始する」を参
照してください。

着信お知らせ
機能

着信や留守番電話の伝言メッセージのお知ら
せを設定します。
詳しくは、「留守番電話サービスを利用す
る」を参照してください。

国際発信設定

国際発信時の国番号リストや、海外発信アシ
スト機能を設定します。
詳しくは、「海外でのご利用」を参照してく
ださい。

発着信制限
電話発着信の規制／限定／拒否などを設定し
ます。

その他のサービ
ス設定

発信者番号通知や割込通話を設定します。
詳しくは、「割込通話を利用する」、「発信
者番号通知を利用する」を参照してくださ
い。
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電話機能 通話設定

通話設定画面が表示されます。

通話設定利用時の操作

サイドボタンを押して着信中の鳴動を停止させるか
どうか設定する

通話設定画面で クイックサイレント

・ クイックサイレント を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

通話が終了したときに電話帳への登録確認画面を表
示するかどうかを設定する

通話設定画面で 未登録番号追加

・ 未登録番号追加 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

イヤホン接続中に着信があったときに自動で応答す
るかどうかを設定する

通話設定画面で オートアンサー オートアンサー

・ オートアンサー を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・ オートアンサー をONにしているときに、 着信時間 指

定時間選択 （確定）と操作して、自動着信までの時間
を1~30秒の間で設定できます。

着信している通話相手の電話帳の写真を表示するか
どうか設定する

通話設定画面で 通話中表示設定 電話帳写真表示

・ 電話帳写真表示 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSの
メッセージを編集する

通話設定画面で クイック返信 メッセージを選択

メッセージを編集

ダイヤルボタンを押して着信に応答するかどうか設
定する

通話設定画面で エニーキーアンサー

・ エニーキーアンサー を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

電話／SMSの発信を制限するように設定する

通話設定画面で 発着信制限 発信規制 全発信規

制 ／ 国際発信全規制 ／ 国際発信規制 暗証番号を入

力 （確定）

・ 全発信規制 を選択すると、すべての発信を規制します。着信

転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規
制されないことがあります。

・ 国際発信全規制 を選択すると、滞在国以外への国際電話の発

信を規制します。
・ 国際発信規制 を選択すると、滞在国と日本以外への国際電話

の発信を規制します。

電話／SMSの着信を制限するように設定する

通話設定画面で 発着信制限 着信規制 全着信規

制 ／ 国際着信規制 暗証番号を入力 （確定）

・ 全着信規制 を選択すると、すべての着信を規制します。着信

転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規
制されないことがあります。

・ 国際着信規制 を選択すると、日本以外での着信を規制しま

す。

発信規制をすべて解除する

通話設定画面で 発着信制限 発信規制 全発信規制

停止 暗証番号を入力 （確定）

着信規制をすべて解除する

通話設定画面で 発着信制限 着信規制 全着信規制

停止 暗証番号を入力 （確定）
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